
1 

 

 

 

受験生のみなさんへ 

開星高等学校 

≪インターネット出願手続きの流れ≫  

 

＜インターネット出願の手順＞    ※全体イメージはｐ４をご覧ください。 

             

１．出願サイトにアクセス 

本校ホームページの「インターネット出願」の案内をクリックして出願サイトにアクセス 

してください。 

出願サイトは、パソコン・スマホ・タブレット端末に対応しています。 

 

 

２．メールアドレス（mcID）登録（初回のみ）  

出願サイトのご利用には、メールアドレスの登録が必要となります。(登録いただいたメー

ルアドレスは、手続き完了メール送信、緊急連絡等にも利用します。) 

パソコン・スマホ・タブレット端末のものだけではなく、携帯電話のメールアドレスにも

対応しています。スマホ・携帯メールの迷惑メール対策をされている場合は、アドレス 

@e-shiharai.netの受信を許可してください。 

【注意事項】 

 本校のオープンスクール､体験授業・体験クラブ、学校説明会の予約で既にメールアド

レス（mcID）を登録している場合は、同じメールアドレス（mcID）を使用してくださ

い。 

 追加出願など複数の入試を出願する場合も、必ず同じメールアドレスでログインして

ください。 

 

 

３．画面の指示に従って必要事項（ネット出願準備シートの内容ｐ３）を入力し、「申込内容 

確認書」を印刷する。 

出願サイトにログインしてください。 

利用規約、個人情報取り扱いに同意の上、画面の指示に従って、出願する入試を選択し 

志願者情報・保護者情報を入力します。  

【注意事項】 

 氏名等の漢字で、当サイトに正しく登録できない文字がある場合は、チェックボック

スにその旨のチェックを入れ、簡易字体等に置き換えて入力してください。 

 必須項目の入力がすべて済むと一時保存ができます。マイページに戻ると、「申込確

認」より、入力した内容の確認印字ができます。「申込内容確認書」を自宅等で印刷

して、保護者に確認をしてもらってください。 
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４．受験料を支払う。 

受験料のお支払い方法は、①クレジットカードによるオンライン決済、②コンビニ 

支払い、③金融機関ＡＴＭ支払い から希望のお支払い方法を選択します。 

それぞれの詳細なお支払い方法は、お支払い方法を選択すると表示されます。 

【注意事項】 

 受験料支払い方法を確定して申し込んだ後は、入力内容の誤りをインターネット上で

訂正することはできませんので、十分確認（必要があれば訂正）を行ってください。 

 受験料支払い後の試験変更はできません。万が一、個人情報の入力に誤りを発見した

場合は、本校（ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 0852-21-4915 平日 9時～16時30分）までお問い合わせく

ださい。 

※お支払い方法により、事務手数料が異なります。必ずご確認の上、お申し込みくだ 

さい。 

※一旦納入された受験料は、理由の如何を問わず返金できません。 

 

 

５．入学願書・受験票を印刷する。 

受験料お支払い後、支払い完了メールが届きます。 

出願サイトにアクセスし、ログイン後マイページより、「入学願書・受験票」をご自宅 

やコンビニ等で印刷してください。（Ａ４サイズ、普通白紙 横 ） 

入学願書は中学校に提出し、受験票は試験当日持参してください。 

【注意事項】 

 受験票は、本校から発送しませんので、必ずご自宅やコンビニ等で印刷してください。 

 

 

※インターネット環境やプリンターの利用ができない方は、本校に来校して出願エントリーを行うこ 

とができます。事前に電話（本校ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 0852-21-4915 平日 9時～16時30分）にてご連絡 

ください。 

 

 

※操作方法に関するお問い合わせ先 

miraicompass（ミライコンパス）サポートセンター（運用委託会社：三菱総研DCS株式会社） 

Tel：0120-907-867 （24時間受付） ／ 03-5877-5952 （24時間受付） 

 

 



令和４年度 開星高等学校 ネット出願準備シート （生徒確認用）

※このシートはデータ入力前に入力事項を確認するためのシートです。

※提出書類ではありません。各中学校で生徒確認用にお使いください。

志願者情報入力項目 留意事項

自己推薦CBT型 自己推薦面接型 学業推薦 一芸一能 〇をつける

一般専願 一般併願

1 志願者氏名（漢字） 全角

2 志願者氏名（カナ） 全角カナ

3 外字有無 あり なし

4 性別 男 女 〇をつける

5 生年月日

6 郵便番号 半角数字：ハイフンなし

7 都道府県 全角

8 市区町村 全角

9 町名・番地 全角

10 建物名・部屋番号

11 電話番号 半角数字：ハイフンなし

12 出身校

13 在籍卒業区分 〇をつける

14 塾名

15 第１志望校

16 すららID

硬式野球（男） 柔道（男） サッカー（男） ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ（男）

バレーボール（女） 新体操（女） チアリーディング(女) 硬式テニス（男女）

陸上（男女） 美術（男女） 吹奏楽（男女） コーラス（男女）

保護者情報入力

1 保護者氏名（漢字） 全角

2 保護者氏名（カナ） 全角カナ

3 郵便番号 ※住所が志願者と異なる場合のみ入力

4 都道府県 ※住所が志願者と異なる場合のみ入力

5 市区町村 ※住所が志願者と異なる場合のみ入力

6 町名・番地 ※住所が志願者と異なる場合のみ入力

7 建物名・部屋番号

8 緊急連絡先（電話番号) 保護者の連絡先を記入

9 緊急連絡先（説明）

3

0 入試区分

８は誰の連絡先か記入

例：母の携帯

名前に常用漢字以外の漢字（外字）

 がある場合は○をつける

自己推薦CBT型入試受験者のみ記入

17 部活動

一芸一能入試受験者のみ〇をつける

                                                                                                      中学校

在学中（2022年3月）卒業見込み 卒業（                年3月）

姓 名

セイ メイ

　 （西暦）

姓

セイ

名

メイ
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併願校名 市区町村名 

島根県立飯南高等学校 い（県立） 

島根県立出雲高等学校 普通 い（県立） 

島根県立出雲高等学校 理数 い（県立） 

島根県立出雲工業高等学校 機械 い（県立） 

島根県立出雲工業高等学校 電気 い（県立） 

島根県立出雲工業高等学校 電子機械 い（県立） 

島根県立出雲工業高等学校 建築 い（県立） 

島根県立出雲商業高等学校 商業 い（県立） 

島根県立出雲商業高等学校 情報処理 い（県立） 

島根県立出雲農林高等学校 植物科学 い（県立） 

島根県立出雲農林高等学校 環境科学 い（県立） 

島根県立出雲農林高等学校 食品科学 い（県立） 

島根県立出雲農林高等学校 動物科学 い（県立） 

島根県立隠岐高等学校 普通 お（県立） 

島根県立隠岐高等学校 商業 お（県立） 

島根県立隠岐島前高等学校  お（県立） 

島根県立隠岐水産高等学校 海洋システム お（県立） 

島根県立隠岐水産高等学校 海洋生産 お（県立） 

開星高等学校 か（私立） 

島根県立情報科学高等学校 じ（県立） 

島根県立大東高等学校 た・だ（県立） 

島根県立大社高等学校 普通 た・だ（県立） 

島根県立大社高等学校 体育 た・だ（県立） 

島根県立平田高等学校 ひ（県立） 

松江工業高等専門学校 ま（国） 

島根県立松江北高等学校 普通 ま（県立） 

島根県立松江北高等学校 理数 ま（県立） 

島根県立松江南高等学校 普通 ま（県立） 

島根県立松江南高等学校 探究科学 ま（県立） 

島根県立松江東高等学校 ま（県立） 

島根県立松江工業高等学校 機械 ま（県立） 

島根県立松江工業高等学校 電子機械 ま（県立） 

島根県立松江工業高等学校 電気 ま（県立） 

島根県立松江工業高等学校 電子 ま（県立） 

島根県立松江工業高等学校 情報技術 ま（県立） 

島根県立松江工業高等学校 建築都市工学 ま（県立） 

島根県立松江商業高等学校 ま（県立） 

島根県立松江農林高等学校 生物生産 ま（県立） 

島根県立松江農林高等学校 環境土木 ま（県立） 

島根県立松江農林高等学校 総合学科 ま（県立） 

松江市立皆美が丘高等学校 普通 ま（市立） 

松江市立皆美が丘高等学校 国際コミュニケーション ま（市立） 

島根県立三刀屋高等学校 み（県立） 

島根県立三刀屋高等学校掛合分校 み（県立） 

島根県立安来高等学校 や（県立） 

島根県立横田高等学校 よ（県立） 

その他県内公立（下欄に学校名を入力してください） その他（３段目も選択してください） 

県内私立（下欄に学校名を入力してください） その他（３段目も選択してください） 

県外・その他学校（下欄に学校名を入力してください） その他（３段目も選択してください） 
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